
■「あのときの常呂・写真館」リスト：作成順

Ｎｏ 西暦 タイトル 備考キーワード

ＶＯＬ２３ 1913 大正２年６月２５日 常呂郵便局新築移庁式 常呂郵便局の位置・建物・業務変遷（平成１０年まで）

ＶＯＬ４４ 1929 昭和４年１０月 常呂村役場庁舎・議事堂落成 旧役場庁舎内部・議事堂写真

ＶＯＬ２４ 1935 昭和１０年１１月１日 下川沿無集配三等郵便局から川沿郵便局に改称 豊川郵便局の位置・建物・業務変遷（昭和５９年まで）

ＶＯＬ２５ 1935 昭和１０年９月１６日 手師学郵便取扱所開始 日吉郵便局の位置・建物・業務変遷（平成８年まで）

ＶＯＬ２６ 1947 昭和２２年１１月６日常呂村農業会事務所（現常呂町農協）新築落成式 豊川・日吉支所歴史、農協関連施設

ＶＯＬ５３ 1949 昭和２４年６月１日 常呂村役場日吉支所落成の頃の日吉あれこれ 昭和20年代の日吉：学校行事・災害・商店

ＶＯＬ２９ 1952 昭和２７年１２月 常呂町ラジオ共同聴取放送局竣工 町内のラジオ放送年表（昭和３５年まで）

ＶＯＬ２８ 1953 昭和２８年７月１９日 豊川公民館落成 豊川公民館建設の経緯、昭和４０年までの公民館行事

ＶＯＬ１７ 1954 昭和２９年７月３０日 常呂町簡易水道通水・給水 町内各地域の簡易水道整備年表

ＶＯＬ１９８ 1954 昭和２９年５月５日 白鳩保育園開園 常呂町最初の保育園

ＶＯＬ４５ 1958 昭和３３年１０月５日 常呂漁港竣工式 パレード、漁港工事写真

ＶＯＬ１０ 1959 昭和３４年１２月５日 岐阜青年研修所落成式 新生活運動、地域行事、岐阜保育園

ＶＯＬ１０５ 1959 昭和３４年６月３日 めぐみ保育園開園 開進町、昭和４７年町移管

ＶＯＬ１ 1960 各種スキー大会の年表（昭和１２－３８年）昭和３５年２月１４日 町民スキー大会（実質第１回）

ＶＯＬ１３ 1960 昭和３５年５月２０日 市街地国道の舗装工事着工 市街地、道道北見・常呂線舗装工事概要

ＶＯＬ１２ 1961 昭和３６年１１月１１日 登小学校体育館館落成・創立10周年記念 登小の歴史（昭和２７－３６年）、運動会、学校行事

ＶＯＬ１９９ 1961 昭和３６年１１月２日 中央公民館落成式・名誉町民称号贈呈式 新谷廣治 文化祭プログラム 建設年表 寄付

ＶＯＬ１１ 1962 昭和３７年７月 常呂小学校修学旅行の出発 当時のクラス・児童数、修学旅行の行き先

ＶＯＬ２０ 1962 昭和３７年７月４日 農協漁協共同給油所開所式 共同給油所の変遷（平成８年まで）、各地域農協給油所

ＶＯＬ３４ 1962 昭和３７年１０月１日 老人クラブ一行、梅田温泉で一日を楽しむ 梅田温泉試掘、位置図、施設、老人クラブ利用

ＶＯＬ５５ 1962 昭和３７年８月３－４日 台風９号による洪水被害 被害状況広報添付、昭和38年：第2次オホーツク災害

ＶＯＬ３０ 1963 昭和３８年９月１０日 常呂町農協デパート開店 農協デパートの変遷、外販車

ＶＯＬ３５ 1963 昭和３８年９月２０日 常呂町開基80周年記念記念旗行列 記念事業日程、町内各所の行列写真

ＶＯＬ３６ 1963 昭和３８年９月２０日 常呂町開基８０周年記念式典 記念事業：イソヤンケまつり、古老座談会ほか

ＶＯＬ２ 1964 昭和３９年５月１７日 第１回町民ピクニック 第１．２回のプログラム詳細

ＶＯＬ３ 1964 昭和３９年１１月１-３日 第１１回常呂町文化祭 中央公民館での開催 第１回文化祭の概要

ＶＯＬ６ 1964 昭和３９年７月１２日 第８回町民運動会 町民運動会の始まりと最終回、当時の仮装大会写真

ＶＯＬ３２ 1964 昭和３９年１１月８日 常呂小創立７０周年・体育館落成記念 記念事業の内容

ＶＯＬ３７ 1964 昭和３９年７月１５日 常呂高校道立移管式典 昭和37－39年の簡略年表、校門・国旗掲揚柱寄贈
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ＶＯＬ３９ 1964 昭和３９年６月２７日 ボーイスカウト常呂第１団発隊式 常楽寺での行事、募金活動

ＶＯＬ４６ 1964 昭和３９年６月１３日 常呂漁港第２期修築工事起工式 昭和４１年８月２１日：常呂漁港開口爆破

ＶＯＬ５６ 1964 昭和３９年８月２６－２７日 台風１４号による被害 常呂川氾濫

ＶＯＬ７９ 1964 昭和３９年７月７日 常呂川汚水防止対策漁民大会 町内デモ行進、抗議文

ＶＯＬ１６７ 1964 昭和３９年１０月１５日 原孤葉句碑建立除幕式 蛙声会 原紋蔵 網走十七美会 常呂村長 教育長

ＶＯＬ４ 1965 昭和４０年３月１１日 ３地区に子ども会発足・会旗贈呈 子供会館、ソフトボール大会、下の句カルタ大会

ＶＯＬ３８ 1965 昭和４０年８月２７－２９日 常呂高校第４回学校祭 学校祭行事、旧校舎写真

ＶＯＬ４１ 1965 昭和４０年３月 旧常呂橋解体・撤去作業 旧常呂橋写真

ＶＯＬ４２ 1965 昭和４０年１１月１１日 錦水小学校新校舎落成 昭和41年校舎落成・創立30周年式典、校舎平面図

ＶＯＬ８０ 1965 昭和４０年４月１２日 常呂川汚染被害補償要求貫徹漁民大会 町内デモ行進、被害補償調停

ＶＯＬ１４１ 1965 昭和４０年５月２０日 日吉保育所開園 旧日吉診療所、日吉市街図、母と子の家

ＶＯＬ５ 1966 昭和４１年４月１０日 湧網線に大型ジーゼルカー導入 仮乗降場写真、昭和４５年収入１億円突破

ＶＯＬ１５ 1966 昭和４１年４月４日 常呂中学校統合記念 錦水・富丘中一部の統合

ＶＯＬ１６ 1966 昭和４１年１０月２８-３０日 常呂中学校開校２０周年 開校２０周年事業内容、記念誌

ＶＯＬ２１ 1966 昭和４１年６月５日 常呂町役場庁舎建設工事地鎮祭 旧役場庁舎・周辺写真

ＶＯＬ４７ 1966 昭和４１年８月１０日 常呂自動車教習所開所 朝日地区、朝日橋、開所から閉所まで

ＶＯＬ４９ 1966 昭和４１年９月１８日 豊浜公民館合同竣工祝賀会 常呂漁協製氷冷凍工場・第１８ところ丸合同竣工式

ＶＯＬ１０９ 1966 昭和４１年２月３日 福山小学校に岐阜県から手袋のプレゼント ＮＨＫ取材、大埜間文庫、手袋

ＶＯＬ９ 1967 昭和４２年８月１日 サロマ湖周遊地指定 栄浦観光の歩み年表、栄浦のようす

ＶＯＬ１８ 1967 昭和４２年６月１日 イワケシ牧場放牧開始 昭和49－６３年間のイワケシュ牧場利用の地域行事

ＶＯＬ２２ 1967 昭和４２年６月１２日 常呂町役場庁舎落成式 仮庁舎移転から落成までの簡略年表

ＶＯＬ４３ 1967 昭和４２年７月２０日 戦没者慰霊祭 パレード、小高神社、野外ステージ、相撲土俵

ＶＯＬ４８ 1967 昭和４２年６月１０日 北海文化研究資料陳列館開館式 郷土資料館：東大研究室、学生宿舎

ＶＯＬ５０ 1967 昭和４２年４月１９日 錦水保育所、旧錦水中学校教室に移転 昭和51年新園舎、平成5年増改築

ＶＯＬ１１０ 1967 昭和４２年１０月１０日 第２回体育の日・歩け歩け運動 昭和４５年以降毎月１０日開催、町民ピクニック

ＶＯＬ３１ 1968 昭和４３年１１月２５日 川沿中学校２０周年式典 川沿中学校開校から閉校（昭和４９年）までの簡略年表

ＶＯＬ６６ 1968 昭和４３年１２月１８日 老人いこいの家「長寿庵」完成 老人クラブ長生会、中央公民館

ＶＯＬ１２９ 1968 昭和４３年２月１８日 福山小学校校内スキー大会 福山スキー場位置図、整備経過

ＶＯＬ１３３ 1968 昭和４３年１月２２日 学校給食センター完成、完全給食実施 給食車配送ルート・時間表、給食献立表

ＶＯＬ１８２ 1968 昭和４３年１２月１０日 町立かき島青年の家落成 宿泊研修・道立移管

ＶＯＬ７ 1969 昭和４４年８月２８日 駅前交差点の信号点灯式 駅前交差点の通行状況写真

ＶＯＬ３３ 1969 昭和４４年９月３０日 常呂町役場日吉支所落成式 新旧の日吉支所、日吉診療所
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ＶＯＬ８ 1970 昭和４５年９月２６日 第９回常呂高校学校祭仮装行列 常呂高校の開設、学校祭の始まり、当時の市街地写真

ＶＯＬ１４ 1971 昭和４６年７月８日 福山小学校プール開き プール利用状況、各学校のプール整備年表

ＶＯＬ８８ 1971 昭和４６年６月２１日 常呂町老人クラブ「長生会」１０周年記念式典 老人クラブ連合会5周年記念（7クラブ）

ＶＯＬ１１１ 1971 昭和４６年３月７日 第１回婦人スポーツ交歓大会 卓球、昭和２９－４８年間の卓球年表

ＶＯＬ１１２ 1971 昭和４６年８月２日 ママさんバレーボールチーム結成記念大会大会 昭和２５－４８年間のバレーボール年表

ＶＯＬ５７ 1972 昭和４７年１１月２６日 大西信武氏『常呂遺跡の発見』出版パーティ 服部四郎、藤山ハル

ＶＯＬ１６９ 1972 昭和４７年７月２６日 常呂前浜海水浴場開きに１７００人 遠軽臨時列車ＳＬ シャワー・トイレ・脱衣所

ＶＯＬ５９ 1973 めぐみ保育園、引揚者住宅跡地昭和４８年２月１日 常呂保育所開所式

ＶＯＬ１９ 1974 昭和４９年１１月１０日 第１回酪農祭「ブラック＆ホワイトショー」 昭和５８年イワケシュ牧場廃止まで開催

ＶＯＬ２７ 1974 昭和４９年８月３日 土佐区開基８０年記念行事 記念行事、土佐章制定

ＶＯＬ４０ 1974 昭和４９年１０月 ボーイスカウト常呂第１団発隊１０周年記念 野外活動：オホーツク銀河ロード

ＶＯＬ５８ 1974 昭和４９年７月６日 常呂漁協第１回目のホタテ無料配布 昭和53年：サケの無料配布

ＶＯＬ６０ 1974 昭和４９年７月３０日 常呂町開基９０周年の町民憲章碑除幕 町花・町木・町技制定、町民憲章全文

ＶＯＬ８３ 1974 昭和４９年７月１日 サロマ湖観光ホテルオープン かき島荘、ユースホステル、サロマ湖東急リゾート

ＶＯＬ８４ 1974 昭和４９年９月２０日 常呂高校第１回援農遠足 生徒会自発的行事、クリーンアップ・ワッカ

ＶＯＬ１９３ 1974 昭和４９年５月１４日 藤山ハルさんに木杯授与 樺太アイヌ文化・言語伝道者 服部四郎

ＶＯＬ６７ 1975 昭和５０年９月２１日 第１回町民いこいの日 イワケシュ牧場、ふるさと祭りの原点

ＶＯＬ１１４ 1975 昭和５０年５月７日 町営ふ化場第１回カラフトマス放流式 福山、ホロナイ川、福山小学校

ＶＯＬ１１５ 1975 昭和５０年６月８日 湧網線のＳＬ最後の日 昭和３５年のＳＬ（常呂駅構内）

ＶＯＬ１４２ 1975 昭和５０年１１月１日 かもめ保育所増改築工事完成 常呂漁協青年研修所、ピアノ寄附、常呂町に寄附

ＶＯＬ５１ 1976 昭和５１年１２月１１日 日吉小学校新校舎落成記念式典 昭和49年以降の年表、旧日吉小中校舎、交通公園

ＶＯＬ５２ 1976 昭和５１年３月２２日 登小学卒業式・閉校式 昭和47年以降のあゆみ、位置図、登神社

ＶＯＬ５４ 1976 昭和５１年３月２３日 吉野小学卒業式・閉校式 昆虫の家、位置図、校舎平面図

ＶＯＬ６１ 1976 昭和５１年５月２９日 町民センター落成・オープン 広報町民センター特集添付、武道館オープン

ＶＯＬ６４ 1976 昭和５１年５月４日 学校給食に「たいやきくん」登場 福山小・常呂小の給食風景

ＶＯＬ７０ 1976 昭和５１年６月２７日 日吉保育所・日吉小学校・地区合同運動会 日吉・登・吉野地区合同行事

ＶＯＬ１５２ 1976 昭和５１年３月２７日 常青協創立２５周年記念式典 常呂町青年団体協議会・常青協の旗

ＶＯＬ６２ 1977 昭和５２年２月１１-１３日 第１回雪んこまつり開催 文化連盟、「新墾（にいばり）」・広報添付

ＶＯＬ６３ 1977 昭和５２年４月２６日常呂混声合唱団・うた声サークル合同コンサート 青年団体協議会：クレッシェンド

ＶＯＬ６５ 1977 昭和５２年９月１２日 常呂神社祭に踊り山車復活 昭和３５年：常呂神社祭のみこしと踊り山車写真

ＶＯＬ７２ 1977 昭和５２年１１月１９日 川沿保育所新築落成式 川沿保育所開設の概略年表（昭和34－平成29年）

ＶＯＬ６８ 1978 昭和５３年７月１１日 集中豪雨被害３億２５００万円 本通り冠水、降雹被害
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ＶＯＬ６９ 1978 昭和５３年７月９日 旧消防本部の火の見やぐら撤去 昭和26年旧消防本部上棟式、やぐら撤去作業

ＶＯＬ７４ 1978 昭和５３年１２月６日 サロマ湖第二湖口通水式 第二湖口通水記念町営バス乗車券

ＶＯＬ７５ 1978 昭和５３年３月３１日 私立常呂幼稚園閉園 常楽寺、5歳児1年保育

ＶＯＬ７６ 1978 昭和５３年４月１日 町立常呂幼稚園開園 私立常呂幼稚園仮園舎、昭和54年新園舎建設年表

ＶＯＬ７７ 1978 昭和５３年１１月１０日 常青協合唱サークル全国大会出場・努力賞 常青協サークル制移行、広報記事、クレッシェンド

ＶＯＬ７１ 1979 昭和５４年６月１４日 岐阜神社社殿新築落成式典 岐阜開基百年史（岐阜神社）添付

ＶＯＬ７３ 1979 昭和５４年７月１５日 旧吉野小学校出身者の「吉野会」開催 テーマ別年表：吉野地区（隈川）年表

ＶＯＬ７８ 1979 昭和５４年１２月８日 常青協チャリティ演芸会 クレッシェンド2年連続全国大会出場

ＶＯＬ９０ 1979 昭和５４年９月１１-１３日 ところふるさとまつりの始まり 広報ところ、町民センターだより添付、開催解説

ＶＯＬ８１ 1980 昭和５５年６月１７日 学校給食にホタテカレー 常呂漁協提供、漁協自営ホタテ貝柱加工場建設・稼働

ＶＯＬ８２ 1980 昭和５５年１１月５日 常呂小学校校舎・給食センター完成 給食センター：ランチルーム、米飯給食、郷土食

ＶＯＬ１１３ 1980 昭和５５年２月１０日 第４回雪んこまつりでのカーリング初演技 昭和５５年カーリング講習会からカーリング協会設立

ＶＯＬ１３７ 1980 昭和５５年１１月１０日 常呂霊園・聖観音像開眼式 ブロンズ像、開眼式、先住民慰霊

ＶＯＬ１４７ 1980 昭和５５年１１月２４日 富丘小学校開校３０周年記念式典 記念事業（植樹・校門整備）・記念誌・校舎位置図

ＶＯＬ１５７ 1980 昭和５５年７月２０日 第１回龍宮街道マラソン大会 ワッカ、中村清杯、平成１１年

ＶＯＬ８５ 1981 昭和５６年７月１０日 ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」公開録画 栄浦キャンプ場、幼稚園・保育所（町立・かもめ）

ＶＯＬ１３０ 1981 昭和５６年２月２５－２６日 第１回ＮＨＫ杯カーリング選手権大会 町民センターだよりチラシ

ＶＯＬ８６ 1982 昭和５７年８月２１日 常呂町農協第１回農業ふれあい祭り 農協駐車場、百年広場

ＶＯＬ８７ 1982 昭和５７年１１月１７日 常呂町消防団第２分団（栄浦）詰所落成 昭和28－平成24年の概略年表、昭和54年ワッカ火災

ＶＯＬ９１ 1982 昭和５７年７月１７-１８日 第１回オホーツクサイクリング かき島青年の家、広報ところ表紙

ＶＯＬ１１６ 1982 昭和５７年７月３１日－８月１日 湧網線・夏休みチビッ子体験旅行 湧網線存続ＰＲ事業、旭川市、ＰＲチラシ

ＶＯＬ１３４ 1982 昭和５７年１０月１４日 学校給食優良校に常呂小学校が文部大臣表彰 郷土食含む週２回米飯給食、食器改善

ＶＯＬ１５１ 1982 昭和５７年９月１日 福山神社落成・祝賀会 太茶内神社・熱田神社・幌内神社

ＶＯＬ１５８ 1982 昭和５７年１１月１８日 常呂町高齢者コミュニティセンター落成 富丘公民館、富丘音頭、富丘小中学校

ＶＯＬ１９０ 1982 昭和５７年６月２０日 森林公園オープン バーベキュー トリム パークゴルフ 展望塔

ＶＯＬ９６ 1983 昭和５８年８月２７日 福山小学校３６３コース命名 散策路、福山展望台、ソリ滑り

ＶＯＬ１０１ 1983 昭和５８年７月１９日 富丘小学校サーキットコース造成 ＰＴＡ、体力コース、すもう広場

ＶＯＬ１０２ 1983 昭和５８年１２月７日 東浜地区多目的集会施設落成式・祝賀会 大東会館、馬頭観世音碑、地神祭碑

ＶＯＬ１１７ 1983 昭和５８年６月１６日 湧網線沿線住民総決起大会 第２次廃止対象路線、湧網線車両内大会

ＶＯＬ１１８ 1983 昭和５８年５月１日 常呂駅で観光旅行記念入場券発売 常呂特産品イラスト、昭和５７－５８年の廃止情勢

ＶＯＬ１１９ 1983 昭和５８年９月３日 走れ！人力車！湧網線１００ｋｍ 上湧別町商工会青年部、チラシ

ＶＯＬ１４４ 1983 昭和５８年１１月１３日 川沿小学校校舎落成式典・祝賀会 校舎平面図、旧校舎写真、「広報ところ」、学校だより

- 4 -



ＶＯＬ１６２ 1983 昭和５８年１１月２６日 開基百年記念町民舞台公演 ところ町民舞台、演劇、第１回から７回まで

ＶＯＬ１７３ 1983 昭和５８年１０月１０日 百年広場開場式 カーリング サイクリング テニス

ＶＯＬ１７４ 1983 昭和５８年１０月１５日 開基百年記念展望塔落成式 森林公園 展望室 鳥

ＶＯＬ１７５ 1983 昭和５８年１１月１日 開基百年記念手形柱完成 流氷釜 手工芸の館 姉妹町・友好町 シムソンズ

ＶＯＬ９２ 1984 昭和５９年６月５日 富丘老人クラブゲートボール場造成作業 富丘小学校、富丘地区ゲートボール大会（昭和60年）

ＶＯＬ９８ 1984 昭和５９年６月２８日 常呂町開基百年記念タイムカプセル埋設 開基百年記念塔、2033年１１月

ＶＯＬ１０３ 1984 昭和５９年６月１４-１５日 土佐区開基９０周年記念式典 開拓の村、仮装で開拓期再現

ＶＯＬ１２０ 1984 昭和５９年９月９日 湧網線利用促進綱引き大会 能取湖さんご草まつり、チラシ

ＶＯＬ８９ 1985 昭和６０年１１月２１日 常呂消防団第３分団詰所兼車庫新築移転 日吉、昭和14年からの整備、戦時下白鳥脱獄囚捜索

ＶＯＬ９３ 1985 昭和６０年６月１日 岐阜地区緑地運動公園完成 ゲートボール場、あずま屋、庭石庭園

ＶＯＬ９４ 1985 昭和６０年１２月３日 福山小学校創立６０周年記念碑除幕式 作業工程、題字、沿革、学校配置図

ＶＯＬ９５ 1985 昭和６０年１２月２１日 福山小学校校舎改築落成・創立６０周年式典 「六十年誌 ふくやま」、校舎平面図

ＶＯＬ９７ 1985 昭和６０年１１月２４日 錦水小学校開校５０周年・校舎改築改修式典 体育館・玄関・管理棟、改築改修工事略年表、空撮写真

ＶＯＬ９９ 1985 昭和６０年５月から８月の福山小学校の行事 旧校舎、体育館ペンキ塗り

ＶＯＬ１７０ 1985 昭和６０年８月４日 第３回サマービーチ・フェスティバル ヤシの木 常南ビーチ サマーギャルコンテスト

ＶＯＬ１００ 1986 昭和６１年７月１７日 富丘地区馬頭祭奉納相撲大会 馬頭祭開催日、馬頭観世音碑、富丘小学校

ＶＯＬ１０４ 1986 昭和６１年８月２５日 常呂町開基百年記念事業・古老座談会 『常呂町百年史』収録

ＶＯＬ１０６ 1986 昭和６１年９月１４日 栄浦神社祭 昭和３９年の栄浦地図：巡査派出所・かき島荘・郵便局

ＶＯＬ１０７ 1986 昭和６１年７月８日 常呂オホーツク・ゲートボールクラブ設立大会 運動広場、町内各地域ゲートボール豆知識

ＶＯＬ１０８ 1986 昭和６１年１２月１４日 第１回ところ物産まつり 主催・名称・会場変遷年表

ＶＯＬ１２１ 1986 昭和６１年８月１７日 サヨナラ湧網線仮装盆踊り大会 広報ところ：湧網線廃止決定経過説明

ＶＯＬ１３２ 1986 昭和６１年８月４日 常呂高校に道知事から観光地美化等実践感謝状 クリーンアップ・ワッカ活動の経過

ＶＯＬ１４８ 1986 昭和６１年１月１９日 富丘小学校増改築落成式・祝賀会 体育館・特別教室、広報ところ添付

ＶＯＬ１２２ 1987 昭和６２年２月１日 土佐区住民さよなら湧網線記念乗車 「郷土ところ」掲載

ＶＯＬ１２３ 1987 昭和６２年３月１４日 常呂小学校１～４年生湧網線記念乗車 「広報ところ」記事、湧網線各駅スタンプ

ＶＯＬ１２４ 1987 昭和６２年３月１９日 国鉄湧網線廃止「さようなら湧網線」 湧網号、ホタテ貝形状記念切符(入場券・乗車券)台紙

ＶＯＬ１２５ 1987 昭和６２年３月１９日 湧網線廃止と駅舎・関連施設 町内各駅、乗降場写真・平面図、官舎

ＶＯＬ１２６ 1987 昭和６２年３月２０日 湧網線代替バス運行開始 「広報ところ」バス転換・運行案内、町内バスガイド

ＶＯＬ１４９ 1987 昭和６２年６月 富丘小学校に足形の塔完成 はだしの教育・足形採種

ＶＯＬ１７１ 1988 昭和６３年１月３１日 第１回龍宮ルネッサンスインサロマ湖開会式 スノーモービル・竜宮城・平成１０年、１１年写真

ＶＯＬ１７２ 1988 昭和６３年１０月３０日 常呂高校創立４０周年・新校舎落成記念式典 年譜・校舎配置図・平面図・記念事業

ＶＯＬ１７７ 1988 昭和６３年１月２９日 カーリングホール落成式 国内初屋内専用 ＮＨＫ杯 カナダ大使館公使
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ＶＯＬ１２７ 1989 平成元年１月１４日 第３回全道リコーダーコンテスト富丘小銀賞受賞 富丘小のリコーダー取り組み

ＶＯＬ１４３ 1989 平成元年１２月１９日 川沿保育所開設３０周年記念式典・祝賀会 『川沿保育所開設３０周年記念誌 くるみ』

ＶＯＬ１５３ 1989 平成元年１２月１０日 豊川地域農村環境改善センター落成・祝賀会 平面図・旧豊川公民館写真添付

ＶＯＬ１６５ 1989 平成元年１２月３日 日吉小学校開校８０周年記念式典・祝賀会 記念碑「不撓」、体育館に記念看板、校章

ＶＯＬ１７８ 1989 平成元年２月１９－２１日 はまなす国体カーリング競技 第44回国体 デモ 対戦表

ＶＯＬ１７９ 1989 平成元年２月１２日 常呂町・高知県佐川町姉妹町盟約調印 雪んこまつり・氷のテーブル・土佐地区

ＶＯＬ１３８ 1990 平成２年１１月１０日 常楽寺の鐘楼堂建立落慶法要・稚児行列 『常楽寺開教百年史』

ＶＯＬ１４５ 1990 平成２年１２月１日 川沿小学校開校９０周年記念式典・祝賀会 記念事業、記念誌

ＶＯＬ１７６ 1990 平成２年１月３－１３日 冬のフロンティア・アドベンチャー 野外自然体験 栄浦 道教委 テント

ＶＯＬ１９１ 1990 平成２年５月２７日 第１回ところ日本一ホタテまつり 常呂漁協 第１２回 平成１２年

ＶＯＬ１３９ 1991 平成３年４月２９日 ワッカネイチャーセンター・オープン パンフレット、「広報ところ」、車両乗り入れ規制

ＶＯＬ１８０ 1991 平成３年７月４日 バーヘッド町姉妹提携調印. カナダアルバータ州・手形・酒鮭まつり

ＶＯＬ１８３ 1991 平成３年４月１日 道立常呂少年自然の家開所 野外・自然体験・カヌー・いかだ

ＶＯＬ１２８ 1992 平成４年３月３０日 全国リコーダーコンテストで富丘小金賞受賞 全道・全国大会写真

ＶＯＬ１３５ 1992 平成４年３月２１日 福山小学校終了式・休校披露 休校披露しおり、「広報ところ」、お楽しみ会

ＶＯＬ１３６ 1992 平成４年１１月２３日 福山小学校版画カレンダー記録出版 『風の記録。光の記録。夢の里、福山ものがたり』

ＶＯＬ１９７ 1992 平成４年６月２６日 高徳寺境内聖徳太子碑入魂式 常呂川治水 堤防工事 聖徳太子奉賛会 ２代目

ＶＯＬ１４０ 1993 平成５年８月１日 「花の聖水ワッカの水」利用開始 福島番屋、東京常呂会：四阿（あずまや）

ＶＯＬ１６１ 1993 平成５年１０月 小高神社のご神体返還 相馬神社、獣魂碑、相馬妙見、農協牧場、相撲

ＶＯＬ１５９ 1994 平成６年６月１日 元宮城県子牛田農林学校生徒が日吉再訪 援農、５２年ぶり、戦時中の常呂小学校勤労

ＶＯＬ１３１ 1995 平成７年１１月１９日 常呂小学校１００周年記念式典 校舎の変遷写真、「広報ところ」、記念事業プログラム

ＶＯＬ１５４ 1995 平成７年１１月２６日 豊川区開基百年式典・記念碑除幕式 ヘリコプター遊覧飛行・野外パーティ・記念事業リスト

ＶＯＬ１５５ 1995 平成７年６月１５日 共立区開基百年記念式典・祝賀会 ヘリコプター遊覧飛行・野外パーティ・記念事業紹介

ＶＯＬ１９４ 1996 平成８年７月２０日 平成岐阜開拓団ゴールイン 岐阜県大野町 トラクター １６００ｋｍ

ＶＯＬ１６０ 1998 平成１０年１１月２２日 富丘区開基１００年事業式典・記念碑除幕 熱気球試乗、願い事風船、富丘小よさこい、リコーダー

ＶＯＬ１６４ 1998 平成１０年７月２０日 移動図書館車「はまかぜ号」命名式 図書館カード、車体デザイン、ロゴマーク

ＶＯＬ１８７ 1998 平成１０年１１月２４日 常呂郵便局新築移転オープン 郵便局舎移転年表 郵便局舎年代ごと写真

ＶＯＬ２００ 1998 平成１０年２月 長野五輪カーリング競技５選手出場 選手選考 激励会・報告会 大会・広報添付

ＶＯＬ１５０ 1999 平成１１年１１月２８日 富丘小学校開校５０周年記念式典 リコーダー演奏・讃える言葉・校旗・校章・休校式

ＶＯＬ１８１ 1999 平成１１年２月７日 常呂町・岐阜県大野町友好町提携調印 平成岐阜開拓団・柿カキまつり（大野まつり）

ＶＯＬ１４６ 2000 平成１２年１２月３日 川沿小学校開校百周年記念式典・祝賀会 記念事業、校舎平面図、なかよしホール、記念誌

ＶＯＬ１６８ 2000 平成１２年１１月２６日 日吉区開基１００年記念時除幕・記念式典 手師学 日吉公園 悠久 吉野・登・吉野
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ＶＯＬ１９５ 2000 平成１２年１１月１４日 常呂町町制施行５０年記念碑除幕 昭和２５年 年表 小原友徳

ＶＯＬ１９６ 2000 平成１２年１１月３０日 高徳寺本堂・庫裡修復工事完成 富丘 常呂川洪水 豊川移転

ＶＯＬ１５６ 2001 平成１３年２月２１日 共立会館新築落成式 会館の移り変わり・歴史

ＶＯＬ１９２ 2001 平成１３年８月１４日 常呂町・バーヘッド町姉妹盟約１０周年 平成３年姉妹提携 手形・銘板

ＶＯＬ１６３ 2003 平成１５年３月２３日 第２０回ところ町民舞台公演 上演リスト、佐川町で公演、地域文化選奨特別賞

ＶＯＬ１８４ 2004 平成１６年８月 常呂広報「トコの日記」連載４００回 立花和香子（大木和香子） 日吉小学校 ４１９回連載

ＶＯＬ１８５ 2005 平成１７年５月２１－２２日 ところ陶芸クラブ２５周年作陶展 手工芸の館 下沢土泡 絹張海泡 手形柱 流氷焼き

ＶＯＬ１８６ 2005 平成１７年１１月７日 網走警察署常呂駐在所新築開所 派出所・駐在所年表 雪印乳業工場跡

ＶＯＬ１８８ 2005 平成１７年７月３日 第４５回町民運動会 常呂町最後の運動会 広報記事 競技写真

ＶＯＬ１６６ 2009 平成２１年１２月６日 日吉小学校開校百周年記念式典 記念看板、航空写真

ＶＯＬ１８９ 2013 平成２５年１１月 二宮尊徳像再建. 銅像位置の変遷 再建経過 新旧の写真
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